
　　　　 会社名　  マルコ株式会社

　　　　 代表者名　代表取締役社長 　駒田　 潤

　  　　   　（コード番号 : 9980　大証第二部）

　　　 　問合せ先　 取　 締　 役  　森   篤美

　 　　  　　　　　    TEL : (06) 6233 - 5000

    　　　 個別財務諸表の概要の一部訂正について

　　　平成18年10月10日付けで発表いたしました「平成18年８月期　決算短信（連結）」及び

　　「個別財務諸表の概要」につきまして下記のとおり訂正いたします。

　　　なお、訂正箇所は下線にて表示しております。また、数値データにも訂正がありました

　　　ので訂正後の数値データも送信します。

１. 訂正箇所

訂正箇所①

１ページ 　平成18年８月期　決算短信（連結）

   1.18年８月期の連結業績(平成17年９月１日～平成18年８月31日)

 　（3）連結キャッシュ・フローの状況

訂正箇所②

６ページ 　３.経営成績及び財政状態

 　3．キャッシュ・フロー
    （営業活動によるキャッシュ・フロー）

訂正箇所③

13ページ 　４.連結財務諸表等

 　（4）連結キャッシュ・フロー計算書

訂正箇所④

20ページ 　注記事項

 　（連結貸借対照表関係）

訂正箇所⑤

21ページ 　注記事項

 　（連結損益計算書関係）

訂正箇所⑥
32ページ 　平成18年８月期　個別財務諸表の概要

　　６.個別財務諸表等

　 　 (1)貸借対照表

訂正箇所⑦

45ページ 　注記事項

 　（貸借対照表関係）

訂正箇所⑧

46ページ 　注記事項

　 （損益計算書関係）

平成18年10月27日

（訂正・数値データ訂正あり）平成18年８月期 決算短信(連結)及び

　各　　　位

記
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２.　平成18年８月期　決算短信（連結）

訂正箇所①
　　１ページ

　　　　 1.18年８月期の連結業績(平成17年９月１日～平成18年８月31日)

 　　　　（3）連結キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

百万円
18年8月期 △ 1,747
17年8月期 1,545

【訂正後】

百万円
18年8月期 △ 1,748
17年8月期 1,545

訂正箇所②

　　６ページ

　　　３.経営成績及び財政状態

 　　　3．キャッシュ・フロー
　　　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

【訂正前】

　　　　 営業活動の結果、減少した資金は１７億４７百万円（前年は１５億４５百万円の増加）と
       なりました。

【訂正後】

　　　　 営業活動の結果、減少した資金は１７億４８百万円（前年は１５億４５百万円の増加）と
       なりました。

営業活動による
キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー
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訂正箇所③

　　13ページ

　　　４.連結財務諸表等

 　　　（4）連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

区分
注記
番号

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

・ 　　　　　　　　　　・
・ 　　　　　　　　　　・
・ 　　　　　　　　　　・

　　　その他 △ 370,074

　　　　小計 △ 283,171

・ 　　　　　　　　　　　　・

・ 　　　　　　　　　　　　・

・ 　　　　　　　　　　　　・

　　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,747,764

【訂正後】

区分
注記
番号

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

・ 　　　　　　　　　　・
・ 　　　　　　　　　　・
・ 　　　　　　　　　　・

　　　その他 △ 370,989

　　　　小計 △ 284,087

・ 　　　　　　　　　　　　・

・ 　　　　　　　　　　　　・

・ 　　　　　　　　　　　　・

　　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,748,680

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
    至　平成18年８月31日）

金額（千円）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
    至　平成18年８月31日）

金額（千円）
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訂正箇所④

　　20ページ

　　　注記事項

　　　（連結貸借対照表関係）

【訂正前】

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
　　銀行９行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契
　　約を締結しております。これら契約に基づく当連結
　　会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま
　　す。

　　　当座貸越極度額及び貸出コミッ
　　　トメントの総額　　　　 　　　9,500,000千円
      借入実行残高                 1,250,000千円
        差引額                     8,250,000千円

【訂正後】

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
　　銀行９行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契
　　約を締結しております。これら契約に基づく当連結
　　会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま
　　す。

　　　当座貸越極度額及び貸出コミッ
　　　トメントの総額　　　　 　　　5,000,000千円
      借入実行残高                        －千円
        差引額                     5,000,000千円

- 4 -



訂正箇所⑤

　　21ページ

　　　注記事項

　　　（連結損益計算書関係）

【訂正前】

  前連結会計年度
（自　平成16年９月１日

　　至　平成17年８月31日）

※１．

　　　　　販売促進費                     417,305千円

【訂正後】

  前連結会計年度
（自　平成16年９月１日

　　至　平成17年８月31日）

※１．

          販売促進費                     906,902千円
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３.平成18年８月期　個別財務諸表の概要　

訂正箇所⑥

　　32ページ

　　　　６.個別財務諸表等

　　　　（1）貸借対照表

【訂正前】

区分
注記
番号

構成比
（％）

Ⅱ　固定資産

  １.有形固定資産

　　(3) 機械装置 353,845

　　　　減価償却累計額 249,069 104,775

【訂正後】

区分
注記
番号

構成比
（％）

Ⅱ　固定資産

  １.有形固定資産

　　(3) 機械装置 355,694

　　　　減価償却累計額 250,918 104,775

当事業年度
（平成18年８月31日）

金額（千円）

当事業年度
（平成18年８月31日）

金額（千円）
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訂正箇所⑦

　　　　　45ページ

　注記事項

　　（貸借対照表関係）

【訂正前】

前事業年度
（平成17年８月31日）

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
　　銀行９行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契
　　約を締結しております。これら契約に基づく当事業
　　年度の借入未実行残高は次のとおりであります。

　　　当座貸越極度額及び貸出コミッ
　　　トメントの総額　　　　 　　　9,500,000千円
      借入実行残高          　　　 1,250,000千円
        差引額                     8,250,000千円

【訂正後】

前事業年度
（平成17年８月31日）

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
　　銀行９行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契
　　約を締結しております。これら契約に基づく当事業
　　年度の借入未実行残高は次のとおりであります。

　　　当座貸越極度額及び貸出コミッ
　　　トメントの総額　　　　 　　　5,000,000千円
      借入実行残高                 　　　 －千円
        差引額                     5,000,000千円

訂正箇所⑧

　　　　　46ページ

　注記事項

　　（損益計算書関係）

【訂正前】

  前事業年度
（自　平成16年９月１日
　　至　平成17年８月31日）

※２．

　　　　　販売促進費                     417,305千円

【訂正後】

  前事業年度
（自　平成16年９月１日
　　至　平成17年８月31日）

※２．

　　　　　販売促進費                     906,902千円

【訂正前】

  当事業年度
（自　平成17年９月１日
　　至　平成18年８月31日）

※２．

　　　　　減価償却費                     583,598千円

【訂正後】

  当事業年度
（自　平成17年９月１日
　　至　平成18年８月31日）

※２．

　　　　　減価償却費                     589,607千円

　　　　　　　　　以　　上
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